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   タイ料理/デザート/飲料 

パッタイ トムヤムクン ソムタム 

ゲーンマッサマン 

カイルーククーイ 

ゲーンジュータオフー 

ムーサップ 

カオニャオマムアン 

カオカパオガイカイダーオ カオマンガイ 

ムーデッディアオ 

カオパットムー 

パットプリアオワーンクン 

ルークチュップ 

カノムチャン チャーイェン 
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   7.  タイ語会話 

   カップ/カは意味がなく、文末につくと丁寧なタイ語になります。 

男性は「カップ」、女性は「カ」と言います。 

自己紹介 

◆ こんにちは。 

＝ サワッティーカップ/カ 

◆ 私の名前は＿＿＿＿です。 

＝ ディチャンチュー＿＿＿＿ カップ/カ 

◆ 私は＿＿＿ 歳です。 

＝ アーユー＿＿＿ ピーカップ/カ 

挨拶 

◆ おはようございます。 

＝ アルンサワットカップ/カ 

◆ こんにちは。 

＝ サワッティーカップ/カ 

◆ さようなら 

＝ ラーゴーンカップ/カ 

日常会話 

◆ お元気ですか？          

＝サバーイディーマイカップ/カ？   

◆ はい、元気です。      ◆ はい、食べました。 

＝サバーイディーカップ/カ   ＝ギンレーオカップ/カ 

◆ご飯を食べましたか？  ◆ いいえ、まだです。 

＝ギンカオールーヤン？   ＝ヤンローイカップ/カ 

日常会話 

◆ どこへ行きましたか？ 

＝パイナイマー？    ◆ すみません 

◆ どこへ行きますか？   /ごめんなさい 

＝ジャパイナイ？      ＝コートート 

◆ はい ＝チャイ  ◆どういたしまして 

◆いいえ ＝マイ  ＝マイペンライ 

タイ数字の数え方 

 1 ＝๑ ＝ヌン      6 ＝๖ ＝ホック 

 2 ＝ ๒ ＝ソーン         7 ＝๗ ＝ジェット 

 3 ＝ ๓ ＝サーム     8 ＝๘ ＝ペーット 

 4 ＝ ๔ ＝シー      9 ＝๙ ＝ガーオ 

 5 ＝ ๕ ＝ハー      10 ＝๑๐ ＝シップ 

 

Office of International Affairs (OIA) 

アーカネー・ワンナワック 

大学 4 年生 

教養学部 日本語学科 

 

モンクット王ラカバン工科大学 

(KMITL)へようこそ 

 

 タイで留学に決まるのは小さなも

のだと思われますが、実は大きなも

のです。どちらにしても、タイに来

るまで、どんな経験があるかわかり

ませんが、この手引書は留学生のた

めに作りました。私たちの経験で

は、タイで留学のに役に立てて、 

この大学で楽しく生活することがで

きます。 

 

 タイに着いたとき、よく起きた質

問がありますし、初めて起きた質問

もあります。それらの質問に対し

て、できるだけ全部答えるようにし

ています。Office of International Af-

fairs は KMITL にいる間、申請手続

きを通じて、任せます。また、Office 

of International Affairs には (ビザの問

題や移民問題や旅行など) 何の問題で

も連絡することができます。 

 

OIA 
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料理 

◆ 豚肉＝ムー 

◆ 鶏肉＝ガイ 

◆ 牛肉＝ヌア 

◆ 魚＝プラー 

◆ 蝦＝グン 

◆ 家鴨＝ペット 

野菜・果物 

◆ 野菜＝パック   ◆ 蜜柑＝ソム 

◆ バナナ＝グアイ ◆ パパイヤ＝マラゴー 

◆ 林檎＝エップン   ◆ 唐辛子＝プリック 

◆ ココナツ＝マプラーォ  

◆ パイアップル＝サッパロット 

◆ 果物＝ポンラマーイ 

タイ料理の会話 

◆ 私は辛い料理を食べません。 

＝ディチャン/ポムマイキンペット 

◆ 私はタイ風卵焼きが好きです。 

＝ディチャン/ポムショープキンカイ 

  ジアオ 

タイ風ラーメン 

◆ タイ風ラーメン＝クエッティオ 

◆ 中華麺＝バミー       

◆ 太麺＝センヤイ 

◆ 極細麺＝センミー 

◆ 春雨＝ウンセン 

◆ 汁なし＝ヘーン 

◆ 汁あり＝ナーム 

   タイ風ラーメン (汁あり、汁なし) 

バミームーデーン バミームーデーンヘーン クエッティオガイ 

クエッティオぺット 

クエッティオムーナムサイ 

イェンターフォー クエッティオルア 

クゥイヂャップ パッシーイウムー 
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  6.  タイ料理 

カオゲーンレストランはタイでよく見られます。 

好きなおかずを選んで、その好きなおかずを皿に

置きます。 

タイのカオゲーンレストランではラードラオでも

ガップカーオでも注文できます。 

   ラードカーオとは皿におかずとライスがあるということです。 

   ガップカーオとは皿におかずだけあるということです。 

ラードカーオ ガップカーオ 

   ガップカーオを注文すると、量が多くもらえます。ですから、ガップ

カーオが高いです。 

   習慣的にはガップカーオを人に分ける 1つのスプーンがあります。 

   でもご心配なく、実はタイ料理を食べるルールが別にありません。 

それではタイ料理をどうぞ楽しく食べてください。 

タイ料理の会話 料理 

 

▲ タイ風卵焼き＝カイジアオ 

▲ タイチャーハン＝カオパット 

▲ 青パパイヤのサラダ＝ソムタム 
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旅行の会話 

旅行 

 

▲ どうやって行きますか 

＝ ディシャン/ポムジャパイ＿＿＿＿ヤーンライカップ/カ？ 

▲ まっすぐに行きます＝トンパイカップ/カ 

▲ 左に曲がります＝リアオ サァーイカップ/カ 

▲ 右に曲がります＝リアオ クワーカップ/カ 

   ワンナプーム空港駅からマカサン駅までのエアポートリンクの赤い線

はバンコク中心へ行くのにすごく早くて、15 分かかります。 

パヤタイ駅までのエアポートリンクの青い線もすごく早いです。追加で 15 分

かかります。エアポートリンクはバンコクの BTS (スカイトレイン) につな

がって、乗り換えなければなりません。通行時間は急行で 15 ～ 20 分です。 

青い線の始発駅から終着駅まで 30 分ぐらいかかって、運賃も合理的です。 

タクシードライバーに目的地を教え方 

◎ どこかへ行くとき 

＿＿＿＿(目的地) へ行きたいです。 

チャン/ポムヤークパイティー＿＿＿＿ (目的地) カップ/カ 

◎ KMITL へ帰るとき「パイティープラ・チョムクラオラカバンカップ/カ」 

  と言います。タイ語の文章で表すと “ไปพระจอมเกล้าลาดกระบังครับ/ค่ะ” 
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KMITLの情報 

Office of International Affairs (OIA) 

営業時間：   月曜～金曜の 08.30 ～ 16.30 

住所：     8 階 コンルアンナラティワットラーチャナカリンビール 

        (President Building) 

        King mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

                                 1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok, Thailand 10520 

                                電話番号：02-3298140 Fax 番号：02-3298140 

         メールアドレス：inter@kmitl.ac.th 

Vice President Director 

Foreign Relations Officer 

International   International Marketing Administrative  
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大学の施設 

 1. 保健所 

健康に不安があるとき、「KMITL Health」 

に連絡してください。 

場所：1 階、保健所 

営業時間：月曜～金曜の 08.00 ～ 06.00 

     土曜～日曜の 09.00 ～ 12.00 

◎ サービスを利用するには学生証を提示してください 

  

注意： 

◎ 健康保険と傷害保険は必要です。 

◎ 休日、営業時間以外病気になった場合は病院に連絡してください。 

   医療費は自己負担です。 

 2. 銀行 

大学の中に3つの銀行があって、留学生たちにとても便利です。 

クルンシー銀行 クルンタイ銀行 タイパーニット銀行 

営業時間：月曜 ～ 金曜の 08.30 ～ 15.00 

ATM：24 時間ご利用可能 
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  5.  公共交通機関 

  スワンナプーム空港から KMITL まで。 

  ◎ タクシーで行きます。(15 分ぐらい) 

  KMITL からバンコク中心まで。 

  ◎ タクシー、またはソンテウに乗ってエアポートリンクのラカバン駅 

    へ行きます。それから、エアポートリンクに乗り換えて、パヤタイ駅 

    へ行きます。 

  ◎ ロットトゥーでアヌサーワリーへ行きます。(プラ・チョムクラオ駅 

    から 100 メートルぐらい) 
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  2. 緊急連絡先 

  ◎ 富田紘央：089-0306077 

  ◎ 警察：191   

  ◎ 消防署：199 

  ◎ 救急車：1669 

  ✆は無料で、どこのタイでも 24 時間連絡できるという意味です。 

✆ 

✆ 

✆ 

  3. タイの電気 

 タイの電圧は 220 ボルトです。 

左の絵はタイでよく見られる A タイプのコンセントです。 

日本のコンセントはタイのコンセントと同じですから、 

コンセント部分の変換プラグは必要ありません。 

  4. 交通機関 

   KMITL の交通機関はいろいろあります。 

バス 

バイクタクシー 

列車 

タクシー 

ソンテウ 

ロットトゥー 

電車 
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タイのお金 

硬貨：10 バーツ、5 バーツ 、2 バーツ、1 バーツ、0.50 バーツ、0.25 バーツ 

      0.10 バーツ、0.05 バーツ、0.01 バーツ 

弊紙：1,000 バーツ、500 バーツ、100 バーツ、50 バーツ、20 バーツ 

為替レート(2020 年3月18日の情報により) 

1円＝0.30080 バーツ 

100 円＝30.0805 バーツ 

 3. 寮 

門限：05.00 ～ 23.00 

注意： 

◎ チェックアウトの前に、部屋を掃除してください。 

 (清掃具はメードさんに借りれます) 

◎ アルコール類を寮に持って入れないでください。 

◎ 調理は厳禁です。 

◎  チェックアウトの前に自分の物を確認して、忘れないでください。  

◎  KMITLを出る前に、忘れずに鍵を返してください。 

◎  寮の物をうっかり破損した場合はOIAに早速報告しなければなりません。 

・布団は無料 

・電気代は量と 

 時間により 

(電気代は1 ヶ月 

以上留学生のみ) 
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 4. 図書館 

営業時間 平日 休日 

月曜～金曜 8.30 ～19.30 8.30 ～ 16.30 

土曜～日曜 10.00 ～ 18.00 閉館 

祝日 閉館 閉館 

貸出サービス 

◎ サービスを利用するには学生証を提示してください。 

◎ 1週間以内7 冊まで借りることができます。 

◎ 返却期限前に借りている本を必ず返却してください。 

注意： 

◎ 図書館員がもらえずに本や資料などを勝手に取って図書館を出ると、 

 ドアにある警告音が鳴ります。 

◎ KMITLを出る前に、借りている本が図書館に全部返却したかどうか 

  確認してください。  
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一般的な情報 

  1.  コミュニケーション 

  携帯電話 

新しいシムカードは携帯電話ショップやセブンイレブンや空港にある小さな

店などでよく販売されて、簡単に手に入れます。タイに来るにはシムカード

をはじめ、身分証明書 (外国人ならパスポート) が必要です。 

  電話機 

  ◎ 国内通話と市内通話 

    公衆電話：TOT または TRUE 

                             ： 硬貨またはフォンカードが使えます 

  ◎ 国際電話 

        001 - 国番号 -  市外局番 - 電話番号 

  郵便局 

営業時間：月曜 ～ 金曜の 09.00 ～ 15.00  

道路にあるメールボックスに手紙を入れられます。 

◎ 寮から郵便局まで 300 メートルぐらいです。 
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 3.  旅行 

  KMITL の生活で一番面白いのは旅行です。それに、KMITL 旅行をする

機会もあります。 

 

  その機会は指導教員が承認してから、KMITL 旅行が行われます。 

では、どんな旅行ができるか教えます。 

◎ タイの旅行 

◎ 空の旅 

◎ 休暇旅行 

◎ 一人旅 

◎ KMITL の人が行わない旅行 
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 5. スポーツクラブ 

◎ サービスを利用するには学生証を提示してください。 

◎ 参加料は 1 人につき 20 ～40 バーツです。 

 体育館 

 プール 

 フィットネスルーム 

 テニスコート 

 バトミントンコート 

 6.  コンピューターサービスセンター 

◎ サービスを利用するには学生証とパスポートを提示してください。 

 7.  学生証 

◎ KMITL にいるとき、いつも学生証を持参してください。 

◎ KMITLで何のサービスでも学生証が必要です。 
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KMITL の地図 

1. 薬学部 

2. マネジメント学部 

3. 情報学部 

4. 教育産業学部 

5. 科学部 

6. 工学部 

7. 建築学部 

8. 農学部 

9. 農業工学部 

10. 教養学部 

11. ナノテクノロジー学部 

12. 製造イノベーション学部 

13. IMSE/HM ビル 

14. 図書館 

15. Convention Hall 

16. KMIDS 

17. スポーツクラブ 

18. 寮 

19. 銀行 

20. 駅 

21. 保健所 

22. 会議所 (工学部) 

23. 会議所 (建築学部) 

24. 講堂 (農・農業工学部) 

25. 講堂 (工学部) 

26. 講堂 (建築学部) 

27. プール 

28. ロットトゥー停 

29. KMITL 博物館 

食堂 

セブンイレブン 
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留学生のための KMITL のルール 

 1.  留学生のルール・規則 

 

  留学生には異文化や習慣に慣れるのに必要があります。 

その理由で以下の通りのルール・規則を作りました。 

◎  指導教員、または先生が出した宿題を済ませまること。 

◎  常に研究を行うこと。 

◎  欠席や長時間不在などは、指導教員から許可してもらうこと。 

◎ KMITL の活動に合う服を着ること。 

◎  留学生の皆さんは必ず健康保険と傷害保険を持たなければならないこと。 

  健康保険と傷害保険はあなたの国で作るのにおすすめです。 

 2.  ビザ申請・ビザ延長 

◎ KMITL に着いたら、パスポートを提示し

なければなりません。1 部のパスポートの

コピーは Office of International Affairs (OIA) 

に必要です。  

◎ ビザ申請・ビザ延長については OIA と指導教員に連絡してください。 

KMITL ポリシーのように留学生に任務させる場所 


